
ステージⅢ検定会

【 締 切 り 】 各会場開催日１０日前　消印有効
締切以後のキャンセルについては、受検料・保険料は返却しません。

【申込用紙送付・お問い合わせ】※スケジュール詳細（種目毎の実施時間帯予定等）については主催支部にお問合せください。

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　事務局
〒104-0032東京都中央区八丁堀2-2-9 コバキンビル3F

【支払い方法】デジエントリーより（コンビニ支払い・クレジットカード決済等を選択可）
https://dgent.jp/e.asp?no=2100060

受検者教育１日目 受検者教育２日目 検定会

※当日の天候・その他の事情により、時間・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

※受検者教育（セットとして2日間受講）と検定会はそれぞれを別会場で受講することができます。

　申込用紙に明記してください。
　会場ごとに申込先が異なるので、別々に申し込んでください。

※「スノースポーツの変遷」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー共通科目）

　は事前WEB講習です。事前に学習して検定会に臨んでください。

https://youtu.be/SpRVsYniS7M
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【 参 加 費 】 検定料・・・新　規：36,500円（保険料含む）

　　　　　　再受検：１科目6,500円、2科目13,000円、3科目19,500円、4科目以上25,300円（保険料含む）

　　　　　　　　　受検者教育受講11,200円（新規受検者同様に2日間受講すること）

【受検資格】 ①

② 公認スキー学校長の所属証明書を提出できる者。（申込書に記入）

③ 実技（122時間）・指導実習（40時間）以上の修了証明書を提出できる者。
※受検する種目のステージⅡ資格取得後の時間

【受検手続】 ① 申込用紙に記入捺印の上、上半身の写真2枚（3.0㎝×2.4㎝）を貼り提出する。

② 受検会費を支払う。

③ 受検料の有効期限は、初受検年より1年以内とする。ただし、受検料の払い戻しはしない。

【 再 受 検 】 ① 合格点に達しなかった科目のみを再受検をすることができる。

② 再受検の有効期限は初受検年を入れ3年とする。ただし、再受検料は新たに納入しなければならない。

③ 同シーズン内に再受検が可能。
【基礎理論科目】

【実技検定】

【使用教材】
・ 「SIAオフィシャルメソッド」2020年12月発刊（芸文社）　※書店にない場合は、SIA事務局までお申込下さい。

・ メダル検定小冊子　挑戦「合格への道」
　公認校に配付済みの物をご使用いただいても結構です。
　下記よりダウンロードいただくことも可能です。
https://www.sia-japan.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/05ce89f4d8285ffe1dc46acee027c950.pdf

・ 「SIAオフィシャルメソッド」2020年12月発刊（芸文社）　※書店にない場合は、SIA事務局までお申込下さい。

・ 「SIAオフィシャルメソッド スノーボードプラス」2021年1月発刊　※下記よりお申込下さい。
http://sia-ski.shop-pro.jp/?pid=157053682

・ メダル検定小冊子　挑戦「合格への道」
　公認校に配付済みの物をご使用いただいても結構です。
　下記よりダウンロードいただくことも可能です。
https://www.sia-japan.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/05ce89f4d8285ffe1dc46acee027c950.pdf

・ 「SIAオフィシャルメソッド」2020年12月発刊（芸文社）　※書店にない場合は、SIA事務局までお申込下さい。

・ メダル検定小冊子　挑戦「合格への道」
　公認校に配付済みの物をご使用いただいても結構です。
　下記よりダウンロードいただくことも可能です。
https://www.sia-japan.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/05ce89f4d8285ffe1dc46acee027c950.pdf

【 そ の 他 】 ① 締切以後のキャンセルについては、受検料・保険料は返却しません。

② 最少催行人員　アルペンスキー・スノーボード＝５名、テレマークスキー＝３名

＜アルペンスキー・ステージⅢ＞

＜テレマークスキー・ステージⅢ＞

＜スノーボード・ステージⅢ＞

＜テレマークスキー・ステージⅢ＞

＜スノーボード・ステージⅢ＞
　①カービングターン ②ショートターン ③総合滑降 ④エアー ⑤指導実習

　※総合滑降は「ターンリズムを変化させた滑り」で、踏み換えターンを含まなくて良い

　④総合滑降　⑤指導実習

　①８の字スケーティング ②ショートテレマークターン ③スーパーロングテレマークターン ④リズム変化（ロング・ショート） ⑤指導実習

＜テレマークスキー・ステージⅢ＞

受検する種目のステージⅡ資格取得者であること。また公認スキースクールで活動し、受検を開
始する年の4月1日現在満20歳以上の者。

①スノースポーツの変遷 ②技術指導論

＜アルペンスキー・ステージⅢ＞
　①シュテムターン  ②ロングターン ③ショートターン

■ステージⅢ検定会（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー）

＜アルペンスキー・ステージⅢ＞
①スノースポーツの変遷 ②技術指導論

＜スノーボード・ステージⅢ＞
①スノースポーツの変遷 ②技術指導論



＜アルペンスキー・ステージⅢ＞
１．ロングターンの導入
２．ずれの多いロングターン～ずれの少ないロングターンへの導入
３．ショートターンの導入
４．外足の捉えが弱いスキーヤーに対しての指導　
５，スピードコントロールが出来ないスキーヤーに対しての指導　
６，深まわりターンが出来ないスキーヤーに対しての指導　
＜スノーボード・ステージⅢ＞
1．スライディングターンからカービングターンへの導入
2．ショートターンへの導入（両脚操作）
3．エアースイッチの導入（フロントサイドまたはバックサイド）
4．カービングターンでターン前半でテールの振り出しが強い人への指導
5．スピードコントロールが出来ないスノーボーダーへの指導
6．フェイキーターンが苦手なスノーボーダーへの指導
＜テレマークスキー・ステージⅢ＞
1．「ダイレクトA」についての説明とそれを使って連続ターンへ導入。
2．「ダイレクトA」でベーシックロングテレマークターンの指導。
3．「ダイレクトA」でベーシックショートテレマークターンの指導。
4．ターン後半に上体が内向しすぎる人を改善。
5．バランスを高めるテクニカルトレーニングを2つ挙げ、動作説明と実践。
6．荷重を強めるテクニカルトレーニングを2つ挙げ、動作説明と実践。

□ ① 「公益社団法人 日本プロスキー教師協会 ステージⅢ検定会 申込書」の提出（SIA事務局宛）

□ ② 「参加費」の入金　（デジエントリー）

□ ③
「スノースポーツの変遷」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー共通科目）
事前WEB講習(youtubeで動画視聴）

□ ④ 「使用教材」の準備

受検手続きチェックリスト

2020-2021ステージⅢ指導実習試験テーマ



再受検対応種目一覧

アルペンスキー・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
アルペンスキーの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法

教師の心得

作文

プルークボーゲン

シュテムターン

パラレルターン・ロング ロングターン

基礎パラレルターン・ショート ショートターン

指導実習

スノーボード・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
スノーボードの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法

教師の心得

作文

初歩のターン

フェイキーターン

ロングターン カービングターン

ショートターン スライディングターン・ショート

指導実習

テレマークスキー・ステージⅡ
再受検種目 今年度受検する種目
テレマークスキーの対象に応じた指導法・技術検定 技術指導法

教師の心得

作文

基礎テレマークターン テレマーク横滑り

バックステップターン

テレマークターン・ロング ロングテレマークターン

テレマークターン・ショート ベーシックショートテレマークターン

指導実習

アルペンスキー・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導法

パラレルターン・ロング伸身 ロングターン

パラレルターン・ロング屈身 シュテムターン

パラレルターン・ショート ショートターン

総合滑降

指導実習

スノーボード・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導法

ロングターン カービングターン

ショートターン

総合滑降

エアー

指導実習

テレマークスキー・ステージⅢ
再受検種目 今年度受検する種目
スノースポーツ技術の変遷 スノースポーツの変遷

指導者論・技術検定 技術指導法

フロントステップターン ８の字スケーティング

テレマークターン・ロング スーパーロングテレマークターン

テレマークターン・ショート ショートテレマークターン

総合滑降 リズム変化（ロング・ショート）

指導実習

新教程（SIAオフィシャルメソッドをよく読んで練習して参加してください）



会場一覧

アルペンスキーステージⅡ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

長野中信支部 2月24日～26日 車山

西日本支部 3月1日～3日 めいほう

南東北支部 3月1日～3日 箕輪

関越支部 3月2日～4日 神立高原

志賀高原支部 3月10日～12日 志賀高原

北海道支部 3月12日～14日 朝里川温泉

スノーボードステージⅡ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

南東北支部 3月1日～3日 箕輪

西日本支部 3月1日～3日 めいほう

志賀高原支部 3月10日～12日 志賀高原

テレマークスキーステージⅡ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

北海道支部 3月12日～14日 朝里川温泉

アルペンスキーステージⅢ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

西日本支部 3月1日～3日 めいほう

南東北支部 3月1日～3日 箕輪

関越支部 3月2日～4日 神立高原

北東北支部 3月10日～12日 安比高原

志賀高原支部 3月10日～12日 志賀高原

北海道支部 3月12日～14日 朝里川温泉

スノーボードステージⅢ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

南東北支部 3月1日～3日 箕輪

志賀高原支部 3月10日～12日 志賀高原

テレマークスキーステージⅢ検定会

主催 日程 会場

長野東北信支部 2月18日、19日、26日 菅平高原

北海道支部 3月12日～14日 朝里川温泉



各会場　受付場所・宿泊・リフト券について

主催 受付場所 宿泊 リフト券 お問い合わせ

北海道支部
朝里川温泉スキー場
センターハウス１F

各自でご手配ください。
「ウィンケルビレッジ」
〒047-0154
小樽市朝里川温泉2丁目686
TEL:0134-52-1185

割引あり。
受付時にお申し出ください。

北海道支部
支部長　佐藤一臣
TELl.090-9758-2474
E-Mail.hsia@hotmail.co.jp

北東北支部
安比高原スキー場
スクール棟

各自でご手配ください。
※支部長（右記）がご相談にのりま
す。

各自でご手配ください。

北東北支部
支部長　菅原正人
TEL.090-7076-2407
E-Mail.masa.suga@outlook.jp

南東北支部

ホテルプルミエール箕輪内
グランドフロア・スクール
（スクエアスキーレッスン）
カウンター

「スクエアスキーレッスン」に
メールでお問い合わせください。
E-Mail.school@square-ski.com

「スクエアスキーレッスン」に
メールでお問い合わせください。
E-Mail.school@square-ski.com

南東北支部
支部長　梁取克昌
TEL.090-4047-3859
E-Mail.katsu-ya@poem.ocn.ne.jp

関越支部
神立スノーリゾート
グランドベース２F
スクール受付

各自でご手配ください。
「ペンションダックテール」
〒949-6103
新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1041-2
TEL. 025-787-0302

お問い合わせください。

関越支部
支部長　井上美知
TEL.090-2654-1447
E-Mail.spooky@juno.ocn.ne.jp

志賀高原支部

「志賀グランドホテル」
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
7149-16
TEL.0269-34-2202

各自でご手配ください。
「志賀グランドホテル」
長野県下高井郡山ノ内町大字平穏
7149-16
TEL.0269-34-2202

各自でご手配ください。

志賀高原支部
支部長　芹川正弘
TEL.090-4129-8530
E-Mail.seri@muh.biglobe.ne.jp

長野東北信支部

「菅平高原プラザホテル」
〒386-2204
長野県上田市菅平高原菅平1223−
3244
TEL.0268-74-2345

各自でご手配ください。
「菅平高原プラザホテル」
〒386-2204
長野県上田市菅平高原菅平1223−3244
TEL.0268-74-2345

各自でご用意ください。
（今シーズンはスキー場で
　割引販売しています）

長野東北信支部
支部長　木村信貴
TEL.090-2835-6281
E-Mail.sk_bnr32skylinegt_r@yahoo.co.jp

長野中信支部
車山高原スキー場スカイプラザ
２Fレストラン

支部長（右記）にご連絡ください。

シャンブルドート ピステ
（宿泊２泊４食、リフト代3日分）
￥23,000

支部長（右記）にご連絡ください。

シャンブルドート ピステ
（宿泊２泊４食、リフト代3日分）
￥23,000

長野中信支部
支部長　栗原弘行
TEL.090-5211-6507
E-Mai.info@piste.co.jp

西日本支部 スキー場センターハウス１Ｆ

宿泊希望の方は、下記をご利用くださ
い。
「せせらぎ街道の宿たかお」
〒501-4202
岐阜県郡上市八幡町市島945-1
TEL.0120-622-139

現地受付で割引販売予定。

西日本支部
支部長　栗原立人
TEL.090-8516-7150
E-Mail.tatsundo_0112@yahoo.co.jp



種目

会場
（支部）

支部 日程

会場
（支部）

支部 日程

種別

（ 　） シュテムターン （ 　） カービングターン （ 　） ８の字スケーティング

（ 　） ロングターン （ 　） ショートターン （ 　） スーパーロングテレマークターン

（ 　） ショートターン （ 　） 総合滑降 （ 　） ショートテレマークターン

（ 　） 総合滑降 （ 　） エアー （ 　） リズム変化（ロング・ショート）

（ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習

（ 　） スノースポーツ技術の変遷 （ 　） スノースポーツ技術の変遷 （ 　） スノースポーツ技術の変遷

（ 　） 技術指導法 （ 　） 技術指導法 （ 　） 技術指導法

受検者教育（　　）11,200円
1科目 （　　） 6,500円
2科目 （　　）13,000円
3科目 （　　）19,500円
4科目以上 （　　）25,300円

公認スキー学校所属証明書
実技・指導実習修了証明書

　受検NO． 　　　　　　　　
年　　月　　日

　氏名 　　　　　　　　　　 校長名：　　　　　　　　　印

再受検

真

3×2.4

公益社団法人 日本プロスキー教師協会
ステージⅢ検定会

受検票

写

上記の者は、当スキー学校に所属し、所定の実
技（122時間）・指導実習（40時間）を修了し
ていることを証明いたします。

合計金額　　　　　　　円　

（　　）36,500円新規

送金明細

携帯電話 　　　　　－　　　　　－　　　　　　　

E-mail

（　　）アルペンスキー　（　　）スノーボード　（　　）テレマークスキー

（　　）新　規　　　（　　）再　受　検　※以下の再受検科目に○をする

再
受
検
科
目

アルペンスキー スノーボード テレマークスキー

受検者教育
※下記の受検会場と異なる場合のみ記入

受検会場

合格後の
協会登録住所
（自宅等）

〒　　　　　－

電話（　　　　　－　　　　　－　　　　　）

真

3×2.4

氏　　　　　名
男　・　女

生　年　月　日 西暦　　　　　年　　　月　　　日生　　　現在　　　才

所属公認学校名

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　ステージⅢ検定会　申込書
ふ　り　が　な 写真及び捺印の無いものは無効

　印　
写



種目

会場
（支部）

支部 日程

会場
（支部）

支部 日程

種別

（ 　） シュテムターン （ 　） カービングターン （ 　） ８の字スケーティング

（ 　） ロングターン （ 　） ショートターン （ 　） スーパーロングテレマークターン

（ 　） ショートターン （ 　） 総合滑降 （ 　） ショートテレマークターン

（ 　） 総合滑降 （ 　） エアー （ 　） リズム変化（ロング・ショート）

（ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習 （ 　） 指導実習

（ 　） スノースポーツ技術の変遷 （ 　） スノースポーツ技術の変遷 （ 　） スノースポーツ技術の変遷

（ 　） 技術指導法 （ 　） 技術指導法 （ 　） 技術指導法

受検者教育（　　）11,200円
1科目 （　　） 6,500円
2科目 （　　）13,000円
3科目 （　　）19,500円
4科目以上 （　　）25,300円

公認スキー学校所属証明書
実技・指導実習修了証明書

　受検NO． 　　　　　　　　
２０＊＊年＊＊月＊＊日

 氏名 　　　　　　　　　　 校長名

（　　）アルペンスキー　（　　）スノーボード　（　　）テレマークスキー

20**年**月**日、**日＊＊＊＊＊

（　　）新　規　　　（　　）再　受　検　※以下の再受検科目に○をする

送金明細

テレマークスキー

受検者教育
※下記の受検会場と異なる場合のみ記入

受検会場 20**年**月**日＊＊＊＊＊

合格後の
協会登録住所
（自宅等）

〒　104　－ 0032

　東京都中央区八丁堀２－２－９　ｺﾊﾞｷﾝﾋﾞﾙ3F
電話（　　０３　－　５５４２－　５９０７）

E-mail

携帯電話 　　０９０　－　＊＊＊＊　－　＊＊＊＊　　　　　　　

　　info@sia-japan.or.jp

公益社団法人 日本プロスキー教師協会　ステージⅢ検定会　申込書

生　年　月　日 西暦　１９＊＊年　＊＊月　＊＊日生　　　現在　＊＊才

3×2.4

写

真

氏　　　　　名 須木　太郎
男　・　女

ふ　り　が　な すき　たろう 写真及び捺印の無いものは無効

所属公認学校名 SIAプロスノースクール

公益社団法人 日本プロスキー教師協会
ステージⅢ検定会

再
受
検
科
目

アルペンスキー スノーボード

合計金額　　　　　　　36,500円

新規 （　　）36,500円 再受検

真

須木 太郎 校長 太郎3×2.4

受検票
上記の者は、当スキー学校に所属し、所定の実
技（122時間）・指導実習（40時間）を修了し
ていることを証明いたします。写

須
木

校
長


